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11月17日「お湯マジ！22 in おんせん県おおいた」スタート記念！ 
総勢428名に往復航空券・フェリー乗船券、さらに宿泊券が当たる、 

「日本一のおんせん県おおいたへご招待キャンペーン」を開始 
 

 株式会社リクルートライフスタイル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：北村吉弘） に設置された観光に関する調
査・研究、地域振興機関「じゃらんリサーチセンター（以下JRC）」（センター長：沢登次彦）は、若年層需要創出プロジェク
トとして22歳を対象に、日帰り温泉入浴料が無料になる『お湯マジ！22 ～ONSEN MAGIC～』を企画し、初年度は大分県と共
同で「お湯マジ！22 in おんせん県おおいた 」を11月17日よりスタートしました。大分県内102カ所の温泉施設・宿の日帰り
温泉入浴が何回利用しても無料になります。また本日より、「お湯マジ！22 in おんせん県おおいた 」のスタートを記念し、大
分県までの往復航空券・フェリー乗船券、さらに宿泊券が当たる「【お湯マジ！22 in おんせん県おおいた】日本一のおんせん
県おおいたへご招待プレゼントキャンペーン（以下「ご招待キャンペーン」）」を実施します。 

国内旅行市場・地域観光の活性化を目的に活動するJRCは、『お湯マジ！22 ～ONSEN MAGIC～ 』を温泉地のリピーター
獲得を目指した若年層向けの取り組みと考え、将来的な温泉旅行需要の創出につながる施策として実施します。大分県との
共同企画「お湯マジ！22 in おんせん県おおいた」は、今年度22歳の方であれば大分県内102カ所の温泉施設・宿の日帰り
温泉入浴が何回利用しても無料になります。今回実施する「ご招待キャンペーン」は、より多くの22歳に大分県に来てもら
い、県自慢の温泉・宿も楽しんでもらいたいという思いから、総勢100組200名様に往復航空券・フェリー乗船券、さらに
総勢114組228名に温泉旅館の宿泊券をプレゼントするキャンペーンです。「ご招待キャンペーン」の第1弾は本日11月17
日から、第2弾は12月5日から応募受付を開始します。 
JRCは「ご招待キャンペーン」を通して「お湯マジ！22 in おんせん県おおいた」を盛り上げ、22歳の若者たちに温泉やお
んせん県おおいたの魅力を伝えていきます。 
 

※本キャンペーンは、ジェットスター・ジャパン株式会社、株式会社フェリーさんふらわあが協賛しております。 

「ご招待キャンペーン」概要 

22歳の若者を全力応援！ 
総勢428名に往復航空券・フェリー乗船券、さらに宿泊券が当たるプレゼントキャンペーン 
 

■第1弾「ご招待キャンペーン」 
・応募期間：2014年11月17日（月）13:00 ～ 12月12日（金）11:59 
・対象者：今年度22歳の方で「お湯マジ！22 in おんせん県おおいた」に会員登録した方（同行者も同様） 
・当選者発表：当選された方へ直接メールにてご連絡し、当選者発表に代えさせていただきます。 
・当選者数・プレゼント内容： 
        ・ジェットスター往復航空券（成田空港～大分空港 往復）40組80名様 
        ・フェリーさんふらわあ往復乗船券 
            （大阪～別府港or神戸～大分港 往復）40組80名様 
        ・大分県内協賛宿 宿泊券(1泊2日)  66組132名 
  
■第2弾「ご招待キャンペーン」 
・応募期間：2014年12月5日（金）13:00 ～ 2015年1月16日（金）11:59 
・当選者数・プレゼント内容： 
        ・ジェットスター往復航空券（成田空港～大分空港 往復）10組20名様 
        ・フェリーさんふらわあ往復乗船券（大阪～別府港or神戸～大分港 往復）10組20名様 
        ・大分県内協賛宿 宿泊券（1泊2日）48組96名 
 

※第2弾キャンペーン対象者、当選者発表は第1弾同様となります。 
※「ご招待キャンペーン」の応募は、各応募期間につきお一人様一回限りとなります。 
※大分県内協賛宿の一覧はP3をご覧ください。 

 「お湯マジ！22 in おんせん県おおいた」について 

今年度22歳の男女であれば、誰でも無料（※）で利用でき、1日何回でも、大分県内参画施設の日帰り温泉入浴が楽しめます。スマート
フォンアプリ「マジ☆部」をダウンロードし「お湯マジ！22 in おんせん県おおいた」へ会員登録するだけで利用可能。 

■対象者： 1992年4月2日～1993年4月1日生まれの方 

■会員登録期間： 2014年10月6日(月)より開始 

■実施期間： 2014年11月17日(月)～2015年3月31日(火) ※施設によって利用除外日・営業時間などは異なります 

■参画施設：  102カ所の大分県内の温泉施設と宿（参画施設はP2以降をご参照ください） 

■公式サイト：  http://www.jalan.net/doc/etc/oyumaji22/index.html 

  または「お湯マジ」で検索（WEB・スマートフォン共通）    

    ※入湯税の徴収が発生する場合があります。 
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 「お湯マジ！22 in おんせん県おおいた」利用施設一覧（全102施設） ※施設名は市町村ごとに五十音順 

NO. 別府エリア 市町村

1 鬼石の湯 別府市

2 おにやまホテル 別府市

3 海門寺温泉 別府市

4 鉄輪むし湯 別府市

5 城島高原ホテル 別府市

6 北浜温泉テルマス 別府市

7 公立学校共済組合別府保養所　豊泉荘 別府市

8 スギノイパレス（杉乃井ホテル内） 別府市

9 竹瓦温泉 別府市

10 田の湯温泉 別府市

11 永石温泉 別府市

12 花菱ホテル 別府市

13 浜田温泉 別府市

14 浜脇温泉 別府市

15 美湯の宿　両築別邸 別府市

16 ひょうたん温泉 別府市

17 不老泉 別府市

18 べっぷ　好楽 別府市

19 ホテル三泉閣 別府市

20 ホテル白菊 別府市

21 ホテル別府パストラル 別府市

22 ホテル芳泉鶴 別府市

23 堀田温泉 別府市

24 もと湯の宿　黒田や 別府市

25 悠彩の宿　望海 別府市

26 湯屋　夢たまて筥 別府市

27 湯屋えびす 別府市

NO. 由布院エリア 市町村

1 御宿　ぬるかわ温泉 由布市

2 菊水旅館 由布市

3 志美津旅館 由布市

4 塚原温泉　火口乃泉 由布市

5 別荘　今昔庵 由布市

6 ゆのひら　上柳屋 由布市

7 由布院　いよとみ 由布市

8 由布院温泉　ゆけむりの宿　めばえ荘 由布市

9 湯布院かほりの郷はな村 由布市

10 湯布院ほてい屋 由布市

11 柚富の郷　彩岳館 由布市

12 旅館　冨季の舎 由布市

13 旅館たつみ 由布市

NO. 日田・天ヶ瀬・耶馬渓エリア 市町村

1 オーベルジュ　楓乃木 中津市

2 市営深耶馬温泉館　もみじの湯 中津市

3 仙景の湯 中津市

4 とろろ乃湯 中津市

5 なかま温泉 中津市

6 西谷温泉 中津市

7 八面山　金色温泉 中津市

8 耶馬渓山荘　えぼしや 中津市

9 天ヶ瀬観光ホテル成天閣 日田市

10 いやしの宿　季の風 日田市

11 亀山亭ホテル 日田市

12 山荘　天水 日田市

13 小京都の湯　みくまホテル 日田市

14 天龍荘 日田市

15 美人湯せんらく温泉 日田市

16 ひぜんや　ハイカラ温泉 日田市

17 ひなの里　山陽館 日田市

18 丸山荘 日田市

19 湯の釣温泉　渓仙閣 日田市

20 リバーサイドホテル　山水館 日田市

21 旅館本陣 日田市

NO. やまなみ（九重、玖珠）・竹田エリア 市町村

1 オーベルジュ　コスモス 九重町

2 九重観光ホテル 九重町

3 九重星生ホテル「山恵の湯」 九重町

4 筋湯温泉　大黒屋 九重町

5 せせらぎ温泉 九重町

6 かまどヶ岩温泉　でんろくの湯 玖珠町

7 北乃園温泉 玖珠町

8 高塚温泉　命の湯　鏡華 玖珠町

9 椿温泉　茶房　花椿 玖珠町

10 湯の森くす 玖珠町

11 久住高原コテージ 竹田市

12 国民宿舎　久住高原荘 竹田市

13 千寿温泉 竹田市

14 大地乃湯 竹田市

15 大丸旅館 竹田市

16 大丸旅館外湯　ラムネ温泉館 竹田市

17 竹田温泉　花水月 竹田市

18 長湯温泉　かじか庵　湯処　ゆの花 竹田市

19 長湯温泉療養文化館　御前湯 竹田市

20 レゾネイトクラブくじゅう 竹田市

NO. その他エリア 市町村

1 明野アサヒ温泉 大分市

2 あたみ温泉 大分市

3 おおいた温泉物語　三川の湯 大分市

4 大分市丹生温泉施設 大分市

5 クリスタル温泉 大分市

6 ぶんご温泉高田の湯 大分市

7 鉱泉センター直川　かぶと虫の湯 佐伯市

8 藤河内　湯ーとぴあ 佐伯市

9 鷺来ヶ迫温泉　源泉　俵屋旅館コト白鷺館 臼杵市

10 夷谷温泉 豊後高田市

11 くにさき六郷温泉真玉　山翠荘　スパランド真玉 豊後高田市

12 花いろ温泉 豊後高田市

13 杵築市健康福祉センター温泉場 杵築市

14 ＪＡいこいの村「いこいのゆ」 杵築市

15 院内妙見温泉 宇佐市

16 かんぽの郷　宇佐 宇佐市

17 津房老人憩の家　津房温泉 宇佐市

18 国見温泉　あかねの郷 国東市

19 湯の里　渓泉 国東市

20 拍子水温泉 姫島村

21 別府湾ロイヤルホテル 日出町



「日本一のおんせん県おおいたへご招待キャンペーン」大分県内協賛宿（全41施設が協賛予定） ※順不同 

 
 

【本件に関するお問い合わせ先】 
https://www.recruit-lifestyle.co.jp/support/press/ 

NO. 別府エリア 市町村 

1 おにやまホテル 別府市 

2 ホテルエール 別府市 

3 ホテル三泉閣 別府市 

4 ホテル白菊 別府市 

5 ホテル風月 HAMMOND 別府市 

6 ゆわいの宿 竹乃井 別府市 

7 花菱ホテル 別府市 

8 海薫る宿 ホテルニュー松実 別府市 

9 亀の井ホテル 別府店 別府市 

10 入湯貸間 陽光荘 別府市 

11 美湯の宿 両築別邸 別府市 

12 別府ホテル清風 別府市 

13 悠彩の宿 望海 別府市 

14 旅館 みゆき屋 別府市 

NO. 由布院エリア 市町村 

1 お宿 有楽 由布市 

2 ゆふいん 山水館 由布市 

3 御宿 由布乃庄 由布市 

4 草庵 秋桜 由布市 

5 湯布院かほりの郷はな村 由布市 

6 湯布院温泉 旅館たつみ 由布市 

7 旅館 冨季の舎 由布市 

NO. 日田・天ヶ瀬・耶馬渓エリア 市町村 

1 オーベルジュ楓乃木 中津市 

2 こがね山荘 中津市 

3 西谷温泉 中津市 

4 アル・ステージ小松軒 日田市 

5 華水 日田市 

6 天ヶ瀬観光ホテル 成天閣 日田市 

7 日田の宿 よろづや 日田市 

8 旅館 本陣 日田市 

NO. 
やまなみ（九重、玖珠） 

・竹田エリア 
市町村 

1 宝泉寺観光ホテル 湯本屋 九重町 

2 筋湯温泉大黒屋 玖珠町 

3 レゾネイトクラブくじゅう 竹田市 

4 久住高原 パルクラブ 竹田市 

5 長湯温泉 かじか庵 竹田市 

6 法華院温泉山荘 竹田市 

NO. その他エリア 市町村 

1 
大分スポーツ公園宿泊研修 
センター希感舎 

大分市 

2 
くにさき六郷温泉またま 山翠荘 
スパランド真玉 

豊後高田市 

3 山香温泉 風の郷 杵築市 

4 住吉浜リゾートパーク 杵築市 

5 かんぽの郷 宇佐 宇佐市 

6 別府湾ロイヤルホテル 日出町 


